
241-0509
キッチンタオル「シープ」ブラック
価格：￥1,800 70 x 47cm

711-0072
木製プレート+ナイフ「シープ」
＊リボンの色はお任せになります。
価格：￥1,800 18 x 10cm

722-0011 シープミニ
価格：￥11,000 25 x 12 x 24cm

天然の羊毛に身をくるんだかわいいミニシープ！北欧
職人の手作り、温もりたっぷりの存在感あふれるアイテ
ムです。

2015年春夏新商品のお知らせ
2015年、スウェーデンにももうすぐ春が訪れようとしています。別れや出会い、ギフトのトップシーズンです！春ら
しい楽しい新作アイテムをご紹介します。

初回受注締切：3/19（木）＊期日を過ぎてもご発注可能です。ただ、納期が遅れる可能性があるのでご了承ください。

ミニマム発注額：下代2万円（税別）から（送料手数料一律500円）。下代3万円（税別）以上は送料無料となります。
納期予定：3/末から4/初旬ごろ。＊その後は基本的に日本在庫がありますので、随時ご注文にお応えできます（在庫切れの場合は2-3週間で取

り寄せ可能。受発注品は4-6週間の納期がかかります。）

＊本資料以外の通常商品も同時にご注文受け付けています。ぜひご利用ください。

＊表示価格は税別参考上代価格です。ロット記載のないものは１点からオーダー可能です。

●スカンジナビアン・ヘムスロイド社

北欧の天然木を使用したナチュラルなアイテムたち。デザイナー、アンナ・リーデルホルムによる愛らしいモ
チーフたちも魅力です。

722-0104 プレースマット
「サマーコテージ」
価格：￥980 40 x 30cm 
素材：リサイクルプラスチック

722-0105 プレースマット
「水辺の友達」

720-0204`
木製キャンドルホルダー茎
「ホース」
価格：￥3,200 9.5 x 9.5cm

モチーフ部分は植物の細い茎が象嵌の
ように組み合わせられています。

720-0202`
木製キャンドルホルダー茎
「ヘラジカ」

720-0203
木製キャンドルホルダー茎
「ラム」

711-0422
木製ポットマット「フィッシュボーン」
価格：￥4,900 40 x 24cm

711-0423
木製フック「フィッシュボーン」
価格：￥1,300 19 x 7cm 

木製ポットマット「フィッシュボーン」と木製フック「フィッ
シュボーン」は組み合わせてご使用いただけます。

ロープを固定して、ポットマットを使用しない時はフック
にかけてキッチンのデコレーションに。

741-0301
木製ソルト＆ペッパーセット オーク材
価格：￥3,400 12.8ｘ7ｘH6ｃｍ

＊本商品は、頭部分
から尻尾部分にかけ
て、1本のロープを通

して繋げています。そ
のため、自由な形に
変形して使用すること
が可能です。

●おすすめひつじ年アイテム！

711-0221
木製カッティングボード「モチーフ」
ヘラジカ
価格：￥4,200 30 x 15 x 1.5cm

711-0222
木製カッティングボード「モチーフ」
トナカイ

711-0220
木製カッティングボード「モチーフ」
ダーラヘスト

711-0223
木製カッティングボード「モチーフ」
ラム

711-0070
木製バターナイフペア「シープ」
＊リボンの色はお任せになります。
価格：￥1,000 H16cmｘ２本
711-0068
木製バターナイフ「シープ」（1本）
価格：￥600 H16ｃｍ

711-0073

木製サラダトング
折り畳み
価格：￥1,800
28ｘ2.5ｃｍ

使わない時は折り
たたんでしまう事
が出来る便利なト
ング。



通常のポストカードと同サイズ。レー
ザーカットでモチーフの形に切り抜き線
が入っています。

丁寧にモチーフ部分を切り抜きます。細か
い部分もありますので、切り抜く際はご注意
ください。

左上に書かれた完成図を参照に、組み立てま
す。デザインによってはパーツを組み合わせる
場合もあります。

裏面には、通常の紙と同様にボールペ
ンやマジックペンなどでメッセージを書
き込めます。

●木製 ３Dポストカード

ユニークな木製の３Dポストカードが登場しました。切り取り線にそって切り抜き、組み立てると、かわいい木製の
オブジェが出来上がります。素朴でシンプルな中に遊び心がうかがえます。個性的なグリーティングにぴったり！

価格：￥900 サイズ：14.8ｘ10.5cm ロット： １ 素材：杉材 ドイツ製。
＊カット/デザインが細かい部分もございます。切り抜く際は十分ご注意ください。

722-0601 ヘラジカ 722-0604 うさぎ 722-0607 フクロウ

722-0614 キャンドル 722-0606 リリー 722-0610 サーモン

722-0613 ３Dスター 722-0612 スター 722-0605 ボート

722-0608 ラム 722-0609 ピッグ 722-0611 ベア



■デコランド 2015春夏コレクション

■コースター「フェルトボール」2枚セット 価格：￥2,900 サイズ：10ｘ10cm（1cmフェルトボール、10列）

■ポットマット「フェルトボール」 価格：￥3,500（税別） サイズ：16ｘ16cm（２cmフェルトボール、9列）

１ｃｍの小さなフェルトボールを組み合わせた、2枚セットのコースター。温かいカップやポットの下に敷くだけでなく、冷たいグラスにも相性抜群。ハードでクールな陶磁器やガラ

ス素材と組み合わせる事で、フェルトの魅力がより一層引き立ちます。

一つ一つたっぷりのピュアウールをぎゅっと丸めて作られた2㎝のフェルトボールを組み合わせたポットマット。耐熱、耐久性に優れ、使いやすさを追求したデザインです。毎日

使うものだから、シンプルに。丁寧にハンドメイドで作られた良質なアイテムは大切な人への贈り物にもぴったりです。

2015春夏の限定カラーとして、ポップなオレンジとターコイズが登場。また、2015年版のマルチカラーも明るいカラーが魅力的です。

322-0122 コースター マルチ2015 322-0120 コースター オレンジ2015 322-0121 コースター ターコイズ2015 322-0106 コースター マルチ

■ポットマット「サークル」 価格：￥3,300 （税別） サイズ：Ｄ16cm

シンプルなサークル型のポットマット。1㎝の可愛らしいフェルトボールがぐるりと囲んで、アクセントに。

321-0806 ポットマット

サークルオレンジ2015

321-0807 ポットマット

サークルターコイズ2015

2㎝の厚さのフェルト

シートの周りに1㎝の

小さなフェルトボール

がぐるり。

フィンランドの首都ヘルシンキを拠点に活躍するデザインチーム「デコランド」が、

ウールやフェルトの持つ独特の触り心地と素材感を最大限に活かすことのできる

デザインを追求し、キッチンやインテリア、デコレーションなど様々なアイテムを展

開。シンプルで実用的なデザイン、天然ウールの触れ心地のよさ、そして100％ハ

ンドメイドの質の高さにこだわりました。フィンランドの自然からインスピレーション

を受けた美しいカラー展開は、日々の生活に自然になじんでくれます。

上質のアイテムは大切な方への贈り物にもぴったりです。

素材：100％天然ウール（ニュージーランド産）。ネパール製。クオリティチェック＆タグ付はフィ

ンランドで行われています。 ＊ハンドメイドのため、サイズ、色に多少の個差がある場合があ

りますが品質上の問題ではありません。

デザイナー：アンネ、エリナ、サリー
デコランドは、3人のフィンランド人女性が運営してい
ます。
フェルトのユニークな素材感、そしてその魅力を活か
したアイテムにこだわります。フィンランドの自然を愛
し、自然と手工芸が人に与えることのできる癒しを大
切にしています。また天然素材を使った質の高い製
品作りを心がけています。

■デコランドのこだわり■

製品作りにあたり、デコランドが大切にしているポリシーをご紹介します。

LOVE FOR NATURE 自然を愛すること。フィンランドの豊かな自然が、デコランドのデザインやカラーバリエーションの源です。

LOVE FOR HANDCRAFT 手工芸を大切にすること。製造工程全てが手作業で行われることにこだわりを持っています。丁寧に作られたものが、大切に使

われることを願います。また、小学校や老人ホームにフェルトの寄付を行い、手工芸の楽しさや手作業を通しての癒しを育てる活動を行っています。

LOVE FOR PEOPLE 人への思いやり。デコランド商品が使う人を幸せにすることはもちろんのこと、製品に関わる全ての人の幸せを願いします。そのため

製造工程にもこだわり、フェアトレード基準に基づいた製造を行っています。また、デコランド製品を扱うネパールの工場では特に女性たちを積極的に採

用し職人を育てることで、女性の自立を支援しています。

■燃えにくい！汚れにくい！

ウールの不思議■

天然素材であるウールは、繊維の中にたくさ

んの窒素や水分を含むため、炎にかざして

も黒いこぶになるだけで燃えない、とても安

全な素材です。

また、エピキューティクル（人間の髪のキュー

ティクルと同じ）というとてむ薄い膜でおおわ

れているため、表面に汚れが付きにくい「ク

リーン」な繊維でもあるのです。

ウールは、大自然の営みの中ではぐくまれ

る、地球にやさしい天然素材です。

321-0021 ポットマット

マルチ2015SS

321-0019 ポットマット

オレンジ2015

321-0020 ポットマット

ターコイズ2015

321-0007 ポットマット

マルチ（定番カラー）



642-0101
ノートブックA5 「ツリー＆アニマル」

642-0102
ノートブックA5 「ファミリー」

デザイナー：サンドラ・イサクソン
グラフィックデザインとイラストレー
ションの修士学位を持つサンドラ。
スウェーデンで生まれ育ち、現在は
イギリス南部の小さな街でデザイン
活動を行っています。
スウェーデンの自然や50-70年代の
北欧レトロインスピレーションを受け
たデザインたちは、個性あふれる魅
力を放ちます。
プライベートでは3人の男の子のマ
マ。サンドラにとって、家族や子供
がかけがえのない存在です。製品
づくりへのこだわりは、未来を担う
子供たちへの大切なメッセージでも
あります。

641-0003
木製カッティングボード「ファミリー」

パパもママも赤ちゃんも！楽しいファミリーが
勢ぞろい。

641-0001
木製カッティングボード「ハーベスト」

野菜やフルーツ、ポットなどがデフォルメさ
れたデザインで。キッチンぴったりなデザイ
ン。

641-0002
木製カッティングボード「ティンゲルビー」

ティンゲルビーという村のお話をイメージして
作られたデザイン。

642-0001
ポスターA2 「キツネとうさぎ」

＊上部の丸の中に英語の曜日が記載されて
います。

642-0002
ポスターA2 「３匹のくま」

＊上部丸の中に英語の月が記載されていま
す。

642-0003
ポスターA2 「ハイアワサ」

＊上部丸の中に英語のアルファベット（小
文字）が記載されています。

642-0004
ポスターA2 「アリババ」

＊上部丸の中に数字の０から９が記載されて
います。

スウェーデン人デザイナー、サンドラ・イサクソンによるブランドISAK。

“Beautiful Happy Things”をモットーとし、遊び心あふれるスカンジナビ

ア・デザインを繰り広げます

ISAKのこだわりはデザインだけでなく、できるだけ良い素材を使うこと、

長年愛用することのできるクオリティであること、製造過程に責任を持

つことなど、製品に対して「誠実であること」。過去を尊重し、未来を

守っていくこと。私たち大人が良い商品を選ぶことを通して、未来を担う

子供たちに地球や自然、そして自分たち自身を大切にすることを伝え

ていきたい。そんなこだわりを持った商品展開を行っています。

裏面には物語
の概要が印刷
されています
（英語）。

●カッティングボード
持ち手のついたカッティングボードは、ISAKのオリジナルフォルム。キッチンでの収納にも、サービングするにもとても便利なデザインです。
価格：4,500円（税別） ロット：1 サイズ：36x26cm（持ち手部分含む） 素材：白樺材MDF スウェーデン製。

●木製トレーS
世界中で愛される様々な物語をテーマにした木製トレー、「フェアリーテール」シリーズのデザイン。トレーとしてだけではなく、簡
単な皿代わりに、また持ち運びのできるプレースマットのように使うにも便利なサイズです。
価格：3,800円（税別） ロット：1 サイズ：27ｘ20ｃｍ 素材：白樺材 スウェーデン製。

●アートポスター
トレーと同じデザインシリーズ「フェアリーテール」のポスター。遊び心にあふれるユニークなデザインに、それぞれに英語の曜日や月、アル
ファベット等も記載されており、子供部屋にぴったり！もちろん、リビングやキッチンでも素敵なアクセントになってくれそう。
価格：4,000 円（税別） ロット：1 サイズ：A2（59.4ｘ42ｃｍ） 素材：リサイクルペーパー300g/m2 印刷には植物性インクを使用しています。イギリス製。

●ノートブック
持っているだけで楽しくなりそうなノートブックたち。使用用途の自由な無地紙です。
価格：1,500円（税別） ロット：1 サイズ：A5 素材：100g/m2、128枚（無地白）。表紙はラミネートカートン。内部の用紙は布製本テープでとめてあります。スウェーデン製。

納品形態は1

枚ずつ丸筒に
入ってお届け
となります。

641-0101
木製トレーS「キツネとうさぎ」

ロシアの昔話。氷でできたキツネの家と木の
革でできたウサギの家をめぐるお話。

641-0102
木製トレーS「３匹のクマ」
イギリスの童話。森で暮らす3匹のクマの家
に迷い込んだ女の子のお話。

641-0103
木製トレーS「ハイアワサ」

アメリカに伝わるインディアンの戦士伝説。
北欧神話の「カレワラ」に共通するイメージ
がある。

641-0104
木製トレーS「アリババ」

イスラム世界に古くから伝わる、アリババ
の冒険物語。



219-0005

ヘラジカ

219-0001

バード

219-0006

ダーラへスト

219-0004

ふくろう

241-0215

森のヘラジカ

241-0216

バードケージ

241-0214

ディア

●キッチンタオルS
小さ目サイズのキッチンタオル。シルバーやゴールドの印刷色が美しい高級感のあるシリーズです。
価格：1,350円（税別） ロット：2 サイズ：30x50cm 素材：コットンｘリネン

●木製バターナイフプルート
価格：500円（税別） ロット：3 サイズ：18ｘ3cm 素材：木

●キャンドルスペル
価格：1,700円（税別） ロット：3 サイズ：16.5ｘ5cm 素材：スチール

313-0122

ディア

313-0123

バードハウス

ゴールドやシルバーの印刷色が使われた美しいキッチンタオル
です。木製ナイフと合わせてプレゼントにも！

●オーブンミット/鍋つかみ
デザインが仕様変更になりました！裏表面に異なるデザインが使われています。
価格：2,000円（税別） ロット：1 サイズ：21ｘ21cm 素材：コットン100% スウェーデン製。

614-0105 レッド 614-0106 グレイ 614-0109 グリーン 614-0110 イエロー 614-0111 ブラック

●ポットスタンド
価格：4,500円（税別） ロット：1 サイズ：21ｘ21cm 素材：白樺MDF スウェーデン製。

613-0015

レッドｘグリーン

613-0016

オレンジｘブルー

613-0017

ピンクｘイエロー

613-0018

グレーｘブラック



743-0010 パズルハウス
「ゲストハウス」ファルレッド 44ピース
価格：￥6,800
サイズ：15.6x10xH9cm

743-0009 パズルハウス
「コテージB」ファルレッド 26ピース
価格：￥5,500
サイズ：12.5ｘ8.4xH7cm

743-0019 パズルハウス
「サマーコテージ」ファルレッド 28ピース
価格：￥4,800
サイズ：8.5x7.5xH9.2cm

743-0016 パズルハウス
「ロフトコテージ」ブラウン 34ピース
価格：￥5,900
サイズ：16.5x7.5xH7cm

743-0013 パズルハウス
「ログハウス」ファルレッド 27ピース
価格：￥5,500
サイズ：12ｘ8.6xH6.7cm

743-0014 パズルハウス
「ログハウス」ブラウン 27ピース
価格：￥5,500
サイズ：12ｘ8.6xH6.7cm

743-0023 パズルハウス
「カントリーハウス」ファルレッド 13ピース
価格：￥3,400
サイズ：7.5x6.5xH5.2cm

743-0024 パズルハウス
「カントリーハウス」グレー 13ピース
価格：￥3,400
サイズ：7.5x6.5xH5.2cm

●ミニチュアハウス/パズルハウス

全行程が丁寧なハンドメイドで作られた、スウェーデンのミニチュアハウスです。

スウェーデンの伝統的な家のモデルをミニチュアにしました。さらに、それぞれの部分が組み立て式の家になっており、パズ
ルとしても楽しむことが出来ます。手作りのぬくもりが伝わってくる、素朴で愛らしいミニチュアハウスです。インテリアのオブ
ジェとしても、ユニークなプレゼントとしてもお薦めのアイテムです。

素材：木（スウェーデン産のヤマナラシ材またはフユボダイジュ材） ロット：１ ＊受注生産のため、通常納期は4-6週間となります。
＊組み立てられた状態で納品となります。手作り、ハンドペイントのため、サイズ、カラー等に多少の個体差があります。

デザイン/製造
オーケ＆マーベル夫妻
1985年に会社をスタートし、今年で
ちょうど30周年を迎える小さな工房
です。
30年前、小さなおもちゃのログハウ

スを見てインスピレーションを受け、
「ただの飾りではなく、パズルとして
も楽しめるものを」というアイディア
から生まれたのが、このパズルハ
ウスです。
材木を仕入れて切るところから、組
み立て、色塗り、完成した家に飾り
のひもを結ぶまで、全ての工程を二
人で行っています。

地元でとれるスウェーデン産の材木を工房でカッ
トすることから製造が始まります。

組み立てからペイントまで全てが丁寧な手作
業で行われます。

仕上げは紐を結んで、完成です！

●ご注文、お問合せ先：

株式会社アイ・フェローズ
担当：岩崎十三
電話： 03-6454-2481 FAX ： 03-6454-2483 担当携帯： 080-6643-4958
メール： info@ditt-datt.com  URL ： www. ditt-datt.com

それぞれのパーツが組み立て式になっています。 裏面には簡単な組み立て方法が書いてあ
ります。

ミニチュアハウスに使われている「ファルレッド」という赤茶色のカラーは、
スウェーデンのダーラナ地方を発祥に古くからスウェーデン各地で愛用さ
れてきた、銅が混ざったスウェーデンハウスを代表する独特な赤色です。


